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宜野湾市訪米要請行動
報告会

宜野湾市 基地政策部 基地渉外課

平成２９年１１月３０日（木）
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宜野湾市役所

宜野湾市上空写真 キャンプ瑞慶覧

普天間⾶⾏場

市町村界

駐留軍⽤地施設界

国道

県道

小学校９校、中学校４校、

高校３校高校３校、大学２校

⻄普天間住宅地区跡地

普天間飛行場の概要
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの主主主主なななな経緯経緯経緯経緯

平成平成平成平成8年年年年12月月月月
「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ最終報告最終報告最終報告最終報告」」」」でででで「「「「今後今後今後今後5年乃至年乃至年乃至年乃至7年以内年以内年以内年以内にににに、、、、十分十分十分十分なななな代替施設代替施設代替施設代替施設がががが完成完成完成完成しししし

運用可能運用可能運用可能運用可能になったになったになったになった後後後後、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを返還返還返還返還するするするする」」」」とととと合意合意合意合意

平成平成平成平成16年年年年8月月月月 沖縄国際大学沖縄国際大学沖縄国際大学沖縄国際大学へへへへ米軍米軍米軍米軍ヘリがヘリがヘリがヘリが墜落墜落墜落墜落

平成平成平成平成18年年年年5月月月月
在日米軍再編協議最終報告在日米軍再編協議最終報告在日米軍再編協議最終報告在日米軍再編協議最終報告（（（（日米日米日米日米ロードマップロードマップロードマップロードマップ））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場

代替施設代替施設代替施設代替施設のののの建設建設建設建設����2014年年年年までのまでのまでのまでの完成完成完成完成をををを目標目標目標目標とすることをとすることをとすることをとすることを合意合意合意合意

平成平成平成平成24年年年年10月月月月 MV-22オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの配備配備配備配備がががが開始開始開始開始（（（（平成平成平成平成25年年年年9月配備完了月配備完了月配備完了月配備完了））））

平成平成平成平成25年年年年4月月月月
日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府によるによるによるによる「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける在日米軍施設在日米軍施設在日米軍施設在日米軍施設、、、、区域区域区域区域にににに関関関関するするするする統合計画統合計画統合計画統合計画」」」」

においてにおいてにおいてにおいて、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの「「「「2022年度年度年度年度また�そのまた�そのまた�そのまた�その後後後後」」」」のののの返還時期返還時期返還時期返還時期をををを公表公表公表公表

平成平成平成平成26年年年年8月月月月
普天間飛行場所属普天間飛行場所属普天間飛行場所属普天間飛行場所属ののののＫＣＫＣＫＣＫＣ-130空中給油機全空中給油機全空中給油機全空中給油機全15機機機機のののの岩国飛行場岩国飛行場岩国飛行場岩国飛行場へのへのへのへの移駐移駐移駐移駐
完了完了完了完了

平成平成平成平成29年年年年7月月月月 普天間飛行場東側普天間飛行場東側普天間飛行場東側普天間飛行場東側のののの土地土地土地土地（（（（約約約約４４４４ｈａ）ｈａ）ｈａ）ｈａ）のののの土地返還土地返還土地返還土地返還

普天間飛行場返還問題
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騒音被害の深刻化

32

85

49

109

160

195

149

81

145

225

293

203

301

363

398

0

100

200

300

400

騒音に関する苦情件数
（件）

4



普天間飛行場所属機の事故（平成28年12月～）

平成28年12月13日 名護市沖でMV-22オスプレイが不時着⽔

12月13日 MV-22オスプレイの脚部故障

平成29年1月11日 CH-53ヘリの前脚降着装置の障害

1月20日 AH-1Zヘリがうるま市伊計島に不時着

6月1日 CH-53ヘリが久米島空港に予防着陸

6月6日 MV-22オスプレイが伊江島補助⾶⾏場に予防着陸

6月10日 MV-22オスプレイが奄美空港に予防着陸

8月5日 MV-22オスプレイがオーストラリア沖で着艦失敗に伴う事故

8月29日 MV-22オスプレイが大分空港に予防着陸

9月29日 MV-22オスプレイが新⽯垣空港に予防着陸

10月11日 CH-53ヘリが東村で緊急着陸後に機体炎上
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抗議・要請等一覧 （平成２８年度 １２件）
要請日 内容 相手先

H28年4月14日
普天間⾶⾏場の早期閉鎖・返還と、その間の危険性の
除去及び基地負担軽減の実現について(要請)

内閣官房⻑官,外務大臣,防衛大臣,内閣府
特命担当大臣

6月20日,21日
米軍機の夜間⾶⾏に伴う騒音の禁⽌について
(抗議・要請)

沖縄防衛局⻑,外務省沖縄担当大使,第三
海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官

7月12日,13日
宜野湾市⺠の切実な願いである普天間⾶⾏場の⼀日も
早い閉鎖・返還の実現について(要請)

沖縄県知事,内閣総理大臣,内閣官房⻑官、
外務大臣,防衛大臣,内閣府特命担当大臣

8月25日,26日普天間⾶⾏場の補修事業について(要請) 内閣官房⻑官,防衛大臣

10月19日
普天間⾶⾏場へのジェット戦闘機⾶来について
(抗議・要請)

沖縄防衛局⻑,外務省沖縄担当大使,第三
海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官

11月22日
普天間⾶⾏場の⼀日も早い閉鎖・返還の実現に向けた
県政の最重要課題としての取り組みについて（再要請）

沖縄県知事

12月7日,8日
宜野湾市⺠が強く望む普天間⾶⾏場の⼀日も早い返還の
実現について(要請)

内閣総理大臣,内閣官房⻑官,外務大臣,防
衛大臣,内閣府特命担当大臣

12月14日MV-22オスプレイの不時着⽔について(抗議・要請)
沖縄防衛局⻑,外務省沖縄担当大使,第三
海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官,防衛
大臣,外務大臣

12月27日
MV-22オスプレイの不時着⽔事故及び普天間⾶⾏場の
⼀日も早い閉鎖・返還の実現について(抗議・要請)

内閣官房⻑官,外務大臣,防衛大臣

H29年1月17日
米軍機の夜間訓練に伴う騒音及び異音の発⽣について
（抗議・要請） 沖縄防衛局⻑,外務省沖縄担当大使,第三

海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官
1月23日,26日普天間基地所属機による不時着について(抗議・要請)

3月6日,7日普天間⾶⾏場5年以内の運⽤停⽌に向けて(要請) 外務大臣,防衛大臣,内閣府特命担当大臣

6



抗議・要請等一覧 （平成２９年度 ８件）
要請日 内容 相手先

H29年6月2日
普天間⾶⾏場所属CH-53E型ヘリコプターの予防着陸に
ついて（抗議・要請） 沖縄防衛局⻑,外務省沖縄担当大

使,第三海兵遠征軍司令官・沖縄
地域調整官

6月12日米軍機の予防着陸及び夜間騒音について（抗議・要請）

6月29日
普天間⾶⾏場におけるサイレン音の発⽣について
（抗議・要請）

沖縄防衛局⻑,第三海兵遠征軍司
令官・沖縄地域調整官,普天間航
空基地司令官

7月21日,25日米軍機の夜間⾶⾏に伴う騒音について（抗議・要請）

沖縄防衛局⻑,外務省沖縄担当大
使、第三海兵遠征軍司令官・沖
縄地域調整官

8月7日,9日
MV-22オスプレイのオーストラリアにおける訓練中の
事故について（抗議・要請）

8月31日,9月5日
MV-22オスプレイの大分空港への予防着陸について
（抗議・要請）

10月4日
MV-22オスプレイの⽯垣空港への予防着陸について
（抗議・要請）

10月12日,13日,16日
CH-53ヘリの北部訓練場外での事故について
（抗議・要請）

沖縄防衛局⻑,外務省沖縄担当大
使,第三海兵遠征軍司令官・沖縄
地域調整官,自由⺠主党政務調査
会⻑

（11月末現在）

7



普天間飛行場負担軽減推進会議

普天間飛行場の５年以内運用停止を�じめとする基地
負担軽減に向け、政府、県、市の三者で構成される普天
間飛行場負担軽減推進会議が開かれています。

取り組みの成果
平成２６年８月
普天間飛行場所属のKC-130空中給油機
全１５機の岩国飛行場へ移駐
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市内9団体による宜野湾市共同声明

構成団体構成団体構成団体構成団体

〈県内〉

沖縄防衛局長、沖縄県知事、外務省沖縄担当大使、第三海兵遠征軍司令官、在沖米国総領事

〈県外〉

内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当、駐日米国大使、

在日米軍司令官

共同記者共同記者共同記者共同記者会見会見会見会見（（（（平成平成平成平成27年年年年11月月月月30日日日日）））） 官房長官要請官房長官要請官房長官要請官房長官要請（（（（平成平成平成平成27年年年年12月月月月1日日日日））））

• 老人クラブ連合会

• 婦人連合会

• 青年連合会

• 商工会
• 教育委員会

• 自治会長会

• PTA連合会• 宜野湾市

• 市議会

抗議抗議抗議抗議・・・・要請先要請先要請先要請先
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全面返還合意から２１年

「「「「市民市民市民市民のののの不安不安不安不安やややや苦悩苦悩苦悩苦悩�すでに�すでに�すでに�すでに限界限界限界限界をををを超超超超えておりますえておりますえておりますえております。。。。返還合意返還合意返還合意返還合意
のののの原点原点原点原点がががが置置置置きききき去去去去りにされりにされりにされりにされ、、、、市民市民市民市民のののの安全安全安全安全やややや安心安心安心安心がおざなりにされがおざなりにされがおざなりにされがおざなりにされ
続続続続けているとけているとけているとけていると言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ずずずず、、、、９９９９万万万万８８８８千名余千名余千名余千名余のののの市民市民市民市民のののの生命生命生命生命・・・・財産財産財産財産
をををを守守守守るるるる宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長としてとしてとしてとして決決決決してしてしてして看過看過看過看過できるもので�ありませんできるもので�ありませんできるもので�ありませんできるもので�ありません。」。」。」。」
ととととのコメントをのコメントをのコメントをのコメントを発表発表発表発表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

記者会見記者会見記者会見記者会見（（（（平成平成平成平成29年年年年4月月月月11日日日日））））
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平成28年度宜野湾市訪米要請行動
日付日付日付日付 内容内容内容内容

4月24日 日

ワ
シ
ン
ト
ンD

C

・東京発/ワシントン発
・在アメリカ合衆国大使館でのブリーフィング

4月25日 月
【要請】連邦議員
【視察】ウォルターリード米軍医療センター、

ＮＩＨ

4月26日 火 【要請】国防総省・国務省、連邦議員、ＣＦＲ

4月27日 水
【要請】連邦議員、ＣＮＡＳ、ＣＳＩＳ、

笹川平和財団
・記者会見

4月28日 木
・ワシントン発/ハワイ ホノルル着
・ハワイ沖縄県人会との交流

ハ
ワ
イ

4月29日 金
・在ホノルル総領事館でのブリーフィング
【要請】米軍関係
・ハワイ宜野湾市人会との交流

4月30日 土 ・ハワイ ホノルル発/沖縄着（翌日）
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訪米行動の趣旨
○ 米国新政権に対し、改めて返還合意から21年が経つ

今なお宜野湾市民が抱える未だ変わらない過重な基地

負担の現状と、これ以上普天間飛行場を固定化・継続

利用することは絶対にあってはならないという地元の

生の声を直接伝え、普天間飛行場の一日も早い閉鎖・

返還と、返還されるまでの間の危険性除去及び基地

負担軽減の実現を要請する。

○ 返還後の跡地利用を見据えた人材育成の観点から

取り組んでいる、本市中学生の海外留学事業について

紹介するとともに、留学時に米国政府関係者との面談

や施設見学等が実現できるよう米側の協力を要請する。
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主な日程
日付日付日付日付 内容内容内容内容

10月22日 日

ワ
シ
ン
ト
ン

・東京発／ワシントン着
・在アメリカ合衆国大使館からのブリーフィング

10月23日 月
【要請】国防総省・国務省
・ＣＳＩＳ

10月24日 火 【要請】連邦議員

10月25日 水
【要請】連邦議員

・スティムソンセンター、SASAKAWA Peace Foundation US

・記者会見

10月26日 木 ・ワシントン発／ハワイ ホノルル着

ハ
ワ
イ

10月27日 金

・在ホノルル総領事館でのブリーフィング
【要請】米太平洋軍、米太平洋海兵隊
・APCSS

・ハワイ宜野湾市人会との交流

10月28日 土 ・ハワイ ホノルル発／沖縄着（翌日）

D.C
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要請事項
１、普天間飛行場を絶対に固定化・継続使用せず、一日も早い閉鎖・

返還を実現すること

２、日米両政府の真摯な協議の下、普天間飛行場の返還期日を早期

に確定させること

３、返還されるまでの間の普天間飛行場の危険性除去及び基地負担

軽減について、日米両政府においてこれまで以上の取り組みを

行うこと

４、普天間飛行場に配備されているMV-22オスプレイを他の拠点へ

移駐すること

５、日米間で合意されている「普天間飛行場における航空機騒音規制

措置」を厳格に遵守するとともに、市民が特に苦しむ夜間飛行及

び住宅地上空における旋回飛行訓練を行わないこと

６、普天間飛行場所属の米軍機による事故やトラブルが相次いでいる

現状を踏まえ、同様な事案が二度と起こらないよう、再発防止策

を確実に講じ、安全管理の徹底を図ること
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説明資料①
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説明資料②
アクセス道路の設置
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説明資料③
クオータリーミーティング
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説明資料④
ガバメント・クラウド・ファウンディング（GCF）
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米国政府関係者との面談（ワシントンD.C.）

国務省国務省国務省国務省

（（（（10月月月月23日日日日））））
●マーク・ランバート次官補代理代行

●ジュリー・チャン日本部長

国防国防国防国防総総総総省省省省

（（（（10月月月月23日日日日））））

●アンドリュー・ウィンターニッツ
アジア太平洋安全保障部筆頭部長代行

●ポール・ヴォスティ日本部長代行
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要請に対する反応

国務省国務省国務省国務省

�ガバメントクラウドファウンディング
の取り組みは、とても興味深い。

�普天間飛行場は返還する施設の一部と

理解しており、その実現のために今後も

取り組みを持続していく。

�沖縄に駐留している米軍が負担になって
いることは承知している。

�普天間の問題は、本国でも優先順位の
高い問題として伝わっている。

�若い世代に焦点をあてるのはとても良い。
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要請に対する反応

国防総省国防総省国防総省国防総省

�昨年以降、北部訓練場の返還や、普天間
飛行場東側部分の返還などが実施された
が、それら�普天間飛行場を早期に解決
するという米国の決心の表れであり、返還
の必要性の認識�共通のものである。

�要請内容のほとんどが、キャンプシュワブ
への移設により解決する。

�１０月に発生したＣＨ-５３の事故に
ついて�、調査が終わり次第、結果を
お知らせする。

�移設により負担軽減が実現でき、大統領も
国防長官もそれを目標としている。
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連邦議員との面談（ワシントンD.C.）

チャーリー・デントチャーリー・デントチャーリー・デントチャーリー・デント下下下下院議員院議員院議員院議員

（（（（10月月月月24日日日日））））

共和党・ペンシルバニア代表

所属委員会：歳出委員会（軍事建設
等小委員長）

ダン・サリバンダン・サリバンダン・サリバンダン・サリバン上院議員上院議員上院議員上院議員

（（（（10月月月月24日日日日））））

共和党・アラスカ代表

所属委員会：軍事委員会、商業・科

学・運輸委員会、環境・公共事業委

員会、退役軍人事業委員会
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連邦議員との面談（ワシントンD.C.）

メイジーメイジーメイジーメイジー ヒロノヒロノヒロノヒロノ上院議員上院議員上院議員上院議員

（（（（ 10月月月月25日日日日））））

共和党・アリゾナ州代表

所属委員会：軍事委員会、外交委

委員会、国土安全保障・政府問題

委員会、インディアン問題委員会、

諜報特別委員会

ジョンジョンジョンジョン マケインマケインマケインマケイン上院議員上院議員上院議員上院議員
（（（（補佐官対応補佐官対応補佐官対応補佐官対応））））
（（（（10月月月月24日日日日））））

民主党・ハワイ代表

所属委員会：軍事委員会、エネルギー・

天然資源委員会、司法委員会、中小企

業委員会、退役軍人事業委員会

23



要請に対する反応
連邦議会議員連邦議会議員連邦議会議員連邦議会議員

�普天間飛行場を訪れた際、住宅がこれほど密集していること、また普天間

基地にこれほど隣接していることを目の当たりにして大変ショックを受けた。

その地域に住む方が返還を望んでいること�大変理解しているが、返還す

るために�、キャンプシュワブへの代替地が必要である。

�地元の方々の認識、混乱など�非常に理解している。私どもも移設が早く

実現すれば良いと思っているが、ただ代替施設がなければ、普天間飛行場

の返還�実現できない。

�普天間飛行場が一日も早く完了することを願っている。移設先が完成すれ

ば、普天間飛行場の返還�実現する。

�日米間の交流�大切であり、中学生の留学事業について�国務省に働き

かけるなど協力していきたい。

【【【【共通共通共通共通のののの返答返答返答返答】】】】

普天間飛行場の返還�、必要である。

【【【【個別個別個別個別のののの返答返答返答返答】】】】
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シンクタンクとの面談（ワシントンD.C.）

10101010月月月月23232323日日日日

CSISCSISCSISCSIS戦略国際問題研究所戦略国際問題研究所戦略国際問題研究所戦略国際問題研究所

ニコラス・セチェーニニコラス・セチェーニニコラス・セチェーニニコラス・セチェーニ日本担当副部長日本担当副部長日本担当副部長日本担当副部長

外交・安全保障分野を中心に

重要な政策提言を米政府に対し

行い、政策形成に大きな影響力

をもつ。

CSISと共に「日米安全保障研究

会」を発足。安全保障に関する研

究等を行っている。

10101010月月月月25252525日日日日

SASAKAWA Peace SASAKAWA Peace SASAKAWA Peace SASAKAWA Peace FoundationFoundationFoundationFoundation

ジェームス・ズムワルトジェームス・ズムワルトジェームス・ズムワルトジェームス・ズムワルト会長会長会長会長
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シンクタンクとの面談（ワシントンD.C.）

10101010月月月月25252525日日日日

スティムソンセンタースティムソンセンタースティムソンセンタースティムソンセンター

辰巳由紀辰巳由紀辰巳由紀辰巳由紀 研究員研究員研究員研究員

同席同席同席同席：：：：ジョンジョンジョンジョン・ウィスラー・ウィスラー・ウィスラー・ウィスラー氏氏氏氏

（（（（元第三海兵遠征軍司令官元第三海兵遠征軍司令官元第三海兵遠征軍司令官元第三海兵遠征軍司令官・・・・

沖縄地域調整官沖縄地域調整官沖縄地域調整官沖縄地域調整官））））

外交・安全保障分野を中心に重要な政策提言を米政府に対し行い、

政策形成に大きな影響力をもつ。
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要請に対する反応
シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク

�日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府でででで辺野古辺野古辺野古辺野古がががが代替移設代替移設代替移設代替移設というというというという考考考考え�え�え�え�変変変変わらないだろうわらないだろうわらないだろうわらないだろう。。。。またそれがまたそれがまたそれがまたそれが

普天間飛行場返還普天間飛行場返還普天間飛行場返還普天間飛行場返還のののの一番一番一番一番のののの解決策解決策解決策解決策だだだだ。。。。両政府両政府両政府両政府にとってにとってにとってにとって辺野古移設以外辺野古移設以外辺野古移設以外辺野古移設以外のののの

良良良良いいいい選択肢選択肢選択肢選択肢というの�ないとというの�ないとというの�ないとというの�ないと考考考考えるえるえるえる。。。。

�普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設がががが一番実現的一番実現的一番実現的一番実現的なプランでありなプランでありなプランでありなプランであり、、、、

プランプランプランプランＢＢＢＢ����普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化であるであるであるである。。。。

�辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設がががが唯一唯一唯一唯一のののの解決策解決策解決策解決策というの�というの�というの�というの�、、、、トランプトランプトランプトランプ政権政権政権政権になってからもになってからもになってからもになってからも

変変変変わっていないわっていないわっていないわっていない。。。。

�嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの返還返還返還返還のののの実現実現実現実現のカギ�のカギ�のカギ�のカギ�、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設であるであるであるである。。。。

移設移設移設移設がががが遅遅遅遅れればれればれればれれば遅遅遅遅れるほどれるほどれるほどれるほど、、、、実現実現実現実現がががが難難難難しくなるしくなるしくなるしくなる。。。。

�私私私私のののの知知知知っているっているっているっている限限限限りで�りで�りで�りで�、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ政府政府政府政府もももも海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊もももも早早早早くくくく移転移転移転移転したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているっているっているっている。。。。

�ガバメントクラウドファウンディングについて�ガバメントクラウドファウンディングについて�ガバメントクラウドファウンディングについて�ガバメントクラウドファウンディングについて�、、、、大変良大変良大変良大変良いプロジェクトだといプロジェクトだといプロジェクトだといプロジェクトだと思思思思うううう。。。。
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記者会見

ワシントンワシントンワシントンワシントンＤＤＤＤ.Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．滞在滞在滞在滞在4日目日目日目日目に�に�に�に�、、、、ナショナルプレスクラブナショナルプレスクラブナショナルプレスクラブナショナルプレスクラブ

にてにてにてにて記者会見記者会見記者会見記者会見をををを行行行行いいいい、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの訪米要請行動訪米要請行動訪米要請行動訪米要請行動のののの成果成果成果成果にににに
ついてついてついてついて説明説明説明説明をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。

記者会見記者会見記者会見記者会見（（（（10月月月月25日日日日））））
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キャンプスミス （（（（10月月月月27日日日日））））

スザンナ・ヴァレスラム准将

（政策・戦略部補佐官）

スコット・レオナルド大佐

（参謀長）

ブリアン・カバノー准将

（副司令官）

米太平洋軍 米太平洋海兵隊
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キャンプスミス （（（（10月月月月27日日日日））））

�先日先日先日先日の２の２の２の２＋＋＋＋２においても２においても２においても２においても、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの早期返還早期返還早期返還早期返還のののの必要性必要性必要性必要性

とととと、、、、そのために�そのために�そのために�そのために�辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設がががが唯一唯一唯一唯一のののの方策方策方策方策であることがであることがであることがであることが

確認確認確認確認されたがされたがされたがされたが、、、、我々我々我々我々もそれをもそれをもそれをもそれを支持支持支持支持しているしているしているしている。。。。

�市長市長市長市長からからからからのののの要請事項要請事項要請事項要請事項について�について�について�について�、、、、ハリスハリスハリスハリス米太平洋米太平洋米太平洋米太平洋軍司令官軍司令官軍司令官軍司令官にににに

もおもおもおもお伝伝伝伝えいたしますえいたしますえいたしますえいたします。。。。

�要請内容要請内容要請内容要請内容のののの必要性必要性必要性必要性について�について�について�について�理解理解理解理解しますしますしますします。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、一日一日一日一日もももも

早早早早いいいい移設移設移設移設がががが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。

�（（（（事故事故事故事故やトラブルにやトラブルにやトラブルにやトラブルに対対対対するするするする懸念懸念懸念懸念やややや要請要請要請要請をををを受受受受けてけてけてけて））））地元地元地元地元のののの安全安全安全安全がががが

第一第一第一第一で�あるがで�あるがで�あるがで�あるが、、、、訓練訓練訓練訓練����引引引引きききき続続続続きききき行行行行っていかなくて�ならなっていかなくて�ならなっていかなくて�ならなっていかなくて�ならな

いいいい。。。。今後今後今後今後、、、、安全安全安全安全によりによりによりにより努力努力努力努力していくしていくしていくしていく。。。。

�（（（（夜間等夜間等夜間等夜間等のののの騒音騒音騒音騒音のののの改善要請改善要請改善要請改善要請をををを受受受受けてけてけてけて））））ニコルソンニコルソンニコルソンニコルソン中将中将中将中将を�じめを�じめを�じめを�じめ

海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊もももも、、、、要請要請要請要請をををを十分理解十分理解十分理解十分理解しておりしておりしておりしており、、、、地元地元地元地元からのからのからのからの要望要望要望要望をををを受受受受けけけけ

学校行事等学校行事等学校行事等学校行事等にににに配慮配慮配慮配慮をしているをしているをしているをしている。。。。今後今後今後今後もももも地元地元地元地元とととと良良良良いいいい関係関係関係関係をををを築築築築けけけけ

るようるようるようるよう努力努力努力努力していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。
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APCSS
（Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies Homepage）
（アジア太平洋安全保障研究センター）

アメリカ国防総省の研究・研修機関。

アジア太平洋各国との緊密な関係を

構築するとともに、アメリカ太平洋軍を

支援する目的も持つ。

短期・長期の研修プログラムが設置さ

れ、各国の軍人や文民が参加する。

（（（（10月月月月27日日日日））））
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訪米の成果

�普天間飛行場をめぐる問題に直接関わる方々に

地元の声を伝え、早期返還の必要性を共有する

とともに、返還に向けて日米両政府が協力して

取り組んでいくことを再確認

�相次ぐ事故や騒音問題について、国防総省・

国務省・ 米軍に対し、改善するよう直接申し入れ

�跡地利用を見据えた子ども達の人材育成の

取り組みを紹介し、協力を要請
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普天間飛行場の跡地利用の取り組み

◆◆◆◆返還予定駐留軍用地返還予定駐留軍用地返還予定駐留軍用地返還予定駐留軍用地におけるにおけるにおけるにおける経済効果経済効果経済効果経済効果

活動による直接経済効果

返還前 返還後 倍率

普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場 120 3,866 32倍倍倍倍

キャンプキンザーキャンプキンザーキャンプキンザーキャンプキンザー 202 2,564 13倍

那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設 30 1,076 36倍

【【【【未来未来未来未来のののの跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用のイメージのイメージのイメージのイメージ】】】】

※※※※活動活動活動活動によるによるによるによる直接経済効果直接経済効果直接経済効果直接経済効果

返還前：地代収入、軍雇用者所得、
米軍等への財・サービスの提
供額、基地周辺整備費等、
基地交付金

返還後：卸・小売業、飲食業、サービ
ス業、その他産業の売上高、
不動産（土地、住宅、事務所・
店舗）

（単位：億円/年）

◆◆◆◆跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用にににに係係係係るるるる配置方針図配置方針図配置方針図配置方針図
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ご清聴ありがとうございました

平成29年度

宜野湾市訪米要請行動報告会

最後に、外務省沖縄事務所を�じめとする
本訪米にかかりご協力いただいた
皆さまに心より感謝申し上げます。
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